措置状況報告書
監査の名称：令和２年度
部 局 名：企画部

定期監査

指摘事項等

措置内容又は措置方針等

[文化振興課（ホルトホール大分）]
[文化振興課（ホルトホール大分）]
[スポーツ振興課（大分市営陸上競技場及び [スポーツ振興課（大分市営陸上競技場及
津留運動公園有料公園施設）]
び津留運動公園有料公園施設）]

（１）利用料金等に関する事務について （１）
ア 利用料金設定に係る手続きが適正 ア 利用料金設定については、指定管
に行われていないもの
理者に対して適正な事務処理を行う
各設置条例及び基本協定書の規定
ように指導し、書面により承認しま
により、指定管理者が定める利用料
した。
金は、設置条例に定める額の範囲内
今後も、適正な事務処理を行いま
で、あらかじめ書面により市長が承
す。
認する必要がある。
しかしながら、一部の料金設定を
口頭により承認しているものや、指
定管理者公募の提案書と同額であっ
たことなどを理由に、書面により承
認をしていないものが見受けられ
た。
今後は、設置条例等に従って書面
にて承認するとともに、指定管理者
に対して適正な事務処理を行うよう
指導されたい。
[文化振興課（平和市民公園能楽堂）］
[スポーツ振興課（大分市営陸上競技場及
び津留運動公園有料公園施設）
］
（２）自主事業に関する事務について
ア 自主事業に係る承認が適正に行わ
れていないもの
基本協定書等の規定により、指定
管理者の実施する自主事業の料金
は、提出された事業計画書により事
前に承認する必要がある。
しかしながら、提出された事業計
画書に料金の設定がされていないな
ど不備があったにもかかわらず、そ
のまま事業計画書を承認していた。
今後は、基本協定書等に従い事業
計画書を精査のうえ承認を行うとと
もに、指定管理者に対して基本協定
書等に従い適正な事務処理をされる
よう指導されたい。

[文化振興課（平和市民公園能楽堂）]
（２）
ア 基本協定書等に従い、指定管理者
に自主事業として申請するように指
導し、自主事業として承認いたしま
した。
今後も、適正な事務処理を行いま
す。
[スポーツ振興課（大分市営陸上競技場
及び津留運動公園有料公園施設）
］
ア 基本協定書等に従い、指定管理者
に自主事業の料金を記載した事業計
画書を提出させ、内容精査のうえ承
認いたしました。
今後も、適正な事務処理を行いま
す。
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[文化振興課（平和市民公園能楽堂）］
[スポーツ振興課（大分市営陸上競技場及
び津留運動公園有料公園施設）
］
（３）施設管理に関する事務について
ア 開館時間の変更に係る手続きが適
正に行われていないもの
各設置条例施行規則及び基本協定
書の規定により、指定管理者が施設
の 開館時間（開場時間、使用時間含
む）を変更する場合は、あらかじめ書
面により市長が承認する必要があ
る。
しかしながら、施設の開館時間及
び照明施設の使用時間の変更につい
て、指定管理者公募時に提案を受け
ていたことなどから、口頭で承認し
ているものや、イベント等による開
場時間の変更を、口頭により報告を
受け、口頭で承認しているものが見
受けられた。
今後は、施行規則等に従って書面
にて承認するとともに、指定管理者
に対して適正な事務処理を行うよう
指導されたい。

[文化振興課（平和市民公園能楽堂）
］
（３）
ア 施設の開館時間（開場時間、使用
時間含む）の変更について、指定管理
者公募時に提案を受けていたことな
どから、口頭で承認しているもの
がありました。
開館時間の変更について、書面に
て事前に提出させることを指定管理
者へ指導するとともに、書面にて承
認することとしました。
今後も、適正な事務処理を行いま
す。
[スポーツ振興課（大分市営陸上競技場
及び津留運動公園有料公園施設）
］
ア 開場時間等の変更について、書面
にて事前に提出させることを指定管
理者へ指導するとともに、書面にて
承認することとしました。
今後も、適正な事務処理を行いま
す。

［文化振興課（ホルトホール大分）］
［文化振興課（ホルトホール大分）］
（４）備品の管理について
（４）
ア 備品の管理が適正でないもの
ア 備品台帳が基本協定書の規定に従
ホルトホール大分の基本協定書の規
って作成されていないにもかかわら
定では、備品台帳を作成し適切に管
ず、適切な指導をしておりませんで
理しなければならないとされてい
した。
る。
今後は、指定管理者に対して基本
しかしながら、備品台帳が基本協
協定書に従った適正な備品管理を行
定書の規定に従って作成されていな
うように指導いたします。
いにもかかわらず、適切な指導をし
ていなかった。
今後は、指定管理者に対して基本
協定書に従った適正な備品管理を行
うよう指導されたい。
［文化振興課（平和市民公園能楽堂、ホ
ルトホール大分）］
（５）契約事務について
ア 第三者委託事務が適正でないもの
基本協定書の規定により、本業務
等の一部を第三者に委託する場合
は、あらかじめ書面により市が承認

［文化振興課（平和市民公園能楽堂、
ホルトホール大分）
］
（５）
ア 第三者委託（再委託）の承認を得て
いた業者がさらに別の業者に委託
（再々委託）していたが、事前承認し
ていないものがありました。

する必要がある。
しかしながら、第三者委託（再委
託）の承認を得ていた業者がさらに
別の業者に委託（再々委託）していた
が、事前承認していないものが見受
けられた。
今後は、指定管理者が本業務の一
部を第三者に委託する場合は、基本
協定書に従って書面にて承認をする
とともに、指定管理者に対して適正
な事務処理を行うよう指導された
い。

指定管理者に対して指導を行い、
事業計画の第三者委託について改め
て提出させ、書面にて承認いたしま
した。
今後も、適正な事務処理を行いま
す。

措置状況報告書
監査の名称：令和２年度
部 局 名：福祉保健部

定期監査

指摘事項等

措置内容又は措置方針等

［福祉保健課（大分市丹生温泉施設）］
（２）自主事業に関する事務について
ア 自主事業に係る承認が適正に行わ
れていないもの
基本協定書等の規定により、指定
管理者の実施する自主事業の料金
は、提出された事業計画書により事
前に承認する必要がある。
しかしながら、提出された事業計
画書に料金の設定がされていないな
ど不備があったにもかかわらず、そ
のまま事業計画書を承認していた。
今後は、基本協定書等に従い事業
計画書を精査のうえ承認を行うとと
もに、指定管理者に対して基本協定
書等に従い適正な事務処理をされる
よう指導されたい。

［福祉保健課（大分市丹生温泉施設）
］
指定管理者に対して事業計画書に料
金設定を行うよう指導し、自主事業ご
とに承認を行いました。
今後は、事業計画書を精査のうえ承
認を行い、適正な事務処理を行うよう
努めてまいります。
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措置状況報告書
監査の名称：令和２年度
部 局 名：教育部

定期監査

指摘事項等

措置内容又は措置方針等

［社会教育課（大分市関崎海星館）］
（１）利用料金等に関する事務について
ア 利用料金設定に係る手続きが適
正に行われていないもの
各設置条例及び基本協定書の規
定により、指定管理者が定める利用
料金は、設置条例に定める額の範囲
内で、あらかじめ書面により市長が
承認する必要がある。
しかしながら、一部の料金設定を
口頭により承認しているものや、指
定管理者公募の提案書と同額であ
ったことなどを理由に、書面により
承認をしていないものが見受けら
れた。
今後は、設置条例等に従って書面
にて承認するとともに、指定管理者
に対して適正な事務処理を行うよ
う指導されたい。

［社会教育課（大分市関崎海星館）］
（１）利用料金等に関する事務について
ア 今年度については、年度事業計画書
に記載のない項目について、書面により
追加で承認を行ったところである。
次年度以降については、指定管理者に
対し、年度事業計画書に漏れなく記載す
るよう指導したところであり、今後とも
適正な事務処理に努めてまいりたい。

［社会教育課（大分市情報学習センタ ［社会教育課（大分市情報学習センタ
ー）］
ー）］
イ 利用料金設定に係る審査が適正 イ 指定管理者から提出された、年度事
に行われていないもの
業計画書の審査に当たっては、複数の
大分市情報学習センター条例施
職員で確認を行うなど、内容を十分に
行規則の規定では、設備等の利用料
審査のうえ、適正な事務処理に努めて
金は、別表に定める額の範囲内で、
まいりたい。
教育長の承認を得て、指定管理者が
定める額とするとされている。
しかしながら、利用料金の承認に
当たり、内容を十分に審査せず承認
しているものが見受けられた。
今後は、規則に従って適正な事務
処理をされたい。
ウ

利用料金の経理事務が適正でな ウ 指定管理者に対し、自主事業収入と
いもの
利用料金収入を分けて、集計・記載す
大分市情報学習センターの基本
るよう指導し、今年度の業務報告書提
協定書の規定では、利用料金収入の
出時より是正したところである。
実績等を記載した業務報告書を提
今後とも、業務報告書等を十分に精査
出しなければならないとされてい
するとともに、指定管理者に対しては
る。
適正な事務処理が行われるよう指導
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しかしながら、設置条例等に定め
のない自主事業収入を利用料金収
入として報告していた。利用料金収
入と自主事業収入は、その経理を区
分して収支報告をする必要がある。
今後は、業務報告書等を十分に精
査するとともに、指定管理者に対し
て適正な事務処理を行うよう指導
されたい。

してまいりたい。

